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　早いものでクラブ会長としての任期も終わりに近づいています。

今年度はゾーン内の各種イベントの当番クラブの当たり年でした。

YCE 生受け入れ、ガバナー公式訪問、新年合同例会、３Ｚボー

リング大会と続きました。関係した各委員会の皆様にはご苦労を

おかけしました。またクラブ財政の立て直しに苦心いたしました。クラブワインの販売を企画

し、大勢の皆様にご協力をいただきました。お陰様で、会長スローガン「原点に帰る」は

何とか形になったと思います。
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ご提供ください。一年間大変お世話になりありがとうござ
いました。
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を振り返って

　皆様大変御無沙汰をしております。
　常日頃から国際21をご利用頂き誠にありがとうございます。長野みすずライオンズクラブ
第39期幹事役という大役をお任せいただいたにもかかわらず年度後半からお顔も出せず皆
様にご迷惑をお掛けする結果となり心よりお詫び申し上げます。
　年度当初、高野会長をはじめとする八役の皆様で年度アクティビティー計画、8月サッカー
観戦、11月枝切など普段なかなか参加出来ない職業柄ではありますが、ＬＣを通し皆様と触
れ合う事、貴重な人生経験を積ませて頂きましたことに感謝しております。最後に長野みすず
ライオンズクラブが今後も発展をしていくように心よりお祈り申し上げます。

幹 事 L. 滝 沢  春 文

　一年間ありがとうございました。クラブに入り早10年。そしてこの一年会計と云う大役をさせて
頂き、何を、どの様に報告して良いのか、解らないまま勉強不足の拙い私の会計報告を、お聞き
頂きありがとうございました。この役を通して他クラブへの訪問・交流をさせて頂いたりととても勉
強になり見習うことも沢山ありました。皆様もどうぞ三役、早くに経験されたら宜しいかと思います。

会  計 L. 室 井  明 美

　1年間ライオンテーマーを務めさせていただきました。振り返ると至らなかった点、失敗した
点、ご迷惑をお掛けした事など随分とあった様に感じます。未熟者の私を温かく励まして下
さった会長はじめ各役員の皆様そして何かとお力添えとご協力を頂きましたクラブ員の皆様
方に心より感謝申し上げます。
　1年間本当にありがとうございました。

ライオン・テーマー L. 久 保 田  博 巳

　テールツイスターを引き受けたものの、はじめは正直言って右も左も分からない状態でした。
　そんな私を、高野会長はじめ役員の皆様、そしてクラブ会員の皆様が温かく支えてくださり
任期を全うすることができ感謝いたします　本当にありがとうございました。
　正直月二回の例会出席は仕事柄大変な面もありましたが過ぎてみれば良い経験をさせて
いただいたと思います。
　一年間ありがとうございました。

テール・ツイスター L. 深 澤   勉

　高野会長年度では第一副会長として努めさせていただきましたが、ホストクラブとして対応
すべきアクティビティが多かったため、実施計画から懇親会の計画まで多岐に渡っての準備
が必要になるなど忙しい１年でした。また、一部クラブ役員にそれぞれの事情が発生し、体制
的にはこれまでになく各役員の負担も多かったのではないかと思っています。
　しかし、会員の友愛と相互理解の精神に基づき、それぞれの立場で奉仕活動に専念して
いただき実り多き１年となりました。
　私自身も地区キャビネットが主催する会議、レオのチャーターナイト、２リジョン新年合同例
会の準備と設営、各クラブ周年記念式典への出席など、多くのアクティビティを経験させてい
ただき、次期会長としてクラブを運営していく上での良い勉強の機会となりました。
　次期は、仁科ガバナーが誕生し、自らもクラブ会長としてクラブの運営に当たる訳ですが、
仁科ガバナーを陰で支えライオンズクラブの新たな歴史の礎を築くための努力をしていきた
いと考えております。会員各位のご支援・ご協力を是非お願いしたいと思います。

第1副会長 L. 上 原  英 二 運営委員会

奉仕委員会

常設特別委員会

　早いものでこの時期を迎えました。
　奉仕委員長として、市民教育環境保全委員長L井出との初の試みレオクラブ合同の枝
打ち作業、YCE委員長L丸田とのジュニアゴルフ大会、剣道大会、保険社会福祉委員長
L山岸との献血広報と皆様のご協力を得てつつがなく終えることができました。
　年々汗をかきながらの奉仕活動が減る中、子供達との共同作業は大変意味のあるアク
ティビティとなりました。立案の高野会長に感謝申し上げます。また、チャリティーコンペも205
名の参加を頂き盛大に行う事ができ賞品を多数ご協賛頂きました皆様にこの場をお借りして
御礼申し上げます。

第2副会長 L. 金 澤  正 明

　入会12年目にして第3副会長となり、はじめて例会の右側の席に座らせていただきました。今
年は、年頭から、ＹＣＥ生の受入れを兼ねた年頭例会、高野会長のメインアクティビティーの
サッカー観戦の納涼例会、8月にはホストクラブとしてガバナー公式訪問例会、また10月の金
沢菊水ＬＣへの例会訪問、そして1月のホストクラブとしての2Ｒ新年合同例会といったように、た
くさんのイベントがあり、私では第3副会長の役目を十分果たせず、皆様にはご迷惑をおかけし
たかと思います。しかし、私自身としては、いろいろと経験をさせてもらい、楽しく過ごさせていただき
ました。こんな私を、皆様には暖かく見守っていただきまして、誠に有難うございました。
　今回の経験を、今後のライオンズ活動に役立て、これからの長野みすずLCの活動を盛り上
げて、よりクラブに貢献できるよう頑張ってまいりたいと思います。一年間本当に有難うございました。

第3副会長 L. 山 室  健 三

　本年は私が来期ガバナーになる年、クラブは来期で40周年を迎える大きな節目の年度で
あった。それぞれが今年度の役割とクラブ運営を立派に果たした年でした。みすずライオン
ズクラブが結成以来40年間の絆があったからこそ出来たと感じました。半世紀に近い絆は
ライオンズの基本「Ｗｅ」であり、何が起きても友愛と相互理解の精神で乗り越えている姿を見
て、改めてみすずライオンズクラブのメンバーに感謝と敬意を表すしだいであります。益々、絆
を深めて334-Ｅ地区のリーダークラブとして役割を果たして行きましょう。

　一年間初めてゾーンチェアパーソンを経験させて頂きました田中です。この職はキャビネット
内の他の役員や、他のZCとの会合などが多く、ライオンズクラブをさらに深く知ることが出来、今
後進むべき方向が得られたように思っております。また、私自身は、3月2～3日に名古屋で行われ
た「334複合地区次世代リーダー研究会に参加させて頂き、ライオンズクラブについて、より理解
し、今後の勉強すべき方法や行っていくべき行動に大いなる助言を頂きました。今年度の経験を
更なるグッドスタンディングなライオンズマンになりうるよう活かしていきたいと思っております。

第1副地区ガバナー L. 仁 科  良 三 2R・3Zゾーン・チェアパーソン L. 田 中  信 臣

1 年間

を振り返って 地区役員ごあいさつ

クラブ役員ごあいさつ

1 年間
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長野みすずLC・長野日大学園レオクラブ合同 環境保全活動
逆谷地湿原（さかさやきしつげん）枝打ち作業

2018

11/23
金

長野日大学園レオクラブチャーターナイト
記念式典

2018

12/9
日

第32回長野みすずLC杯争奪
長野少年剣道大会

2018

12/21
金

12月第2「家族合同クリスマス」例会
ザ・フジヤゴホンジン

2019

1/15
火

ライオンズクラブ国際協会
334－E地区2R新年合同例会

　飯綱高原にある湿原善行寺の森でレオク
ラブ21名、当クラブメンバー 17名が参加
して善光寺の森一帯でサワラ、ヒノキの枝
打ちを１時間かけて行いました。
　作業前と比べると陽射しが差し込み見違
えるほどになりました。
　これより50年100年先の善光寺修復作業
の材料として立派に成長することを願って
います。

　当クラブがホストとなり新年を祝う合同例会が盛大に開催さ
れました。
　当日担当のみなさんは早くから集まり入念なリハーサルを行
い本番に臨みました。
　アトラクションではジャズバンド「ヘブンス・フォー」ジャ
ズボーカル＆ピアノの弾き語り：新井ゆみ、ベー
ス：武井弘明さんの演奏お楽しみいただきました。
　フィナーレを迎えライオンズ・ローアを334－E
地区第2副地区ガバナー L.中村通のご発生で声高
らかに行い、ソングリーダー L.田中信臣のリード
で参加者全員が大きな輪になり「また逢う日まで」
の大合唱で閉会となりました。

　今回で第32回目を迎えた大会はあいにくの小雪舞う寒い朝となりま
したが選手たちは元気よく素足で入場行進を行いました。
　挨拶に立った高野会長より「この大会は当クラブが青少年健全育成を
大きな柱として奉仕活動に取り組んでおり、その一環として行われてお
ります。剣道を通して心身を鍛え、
礼儀を重んじ、痛みの分かる豊か
な人間性を身に付けて頂きたいと
思います」と参加選手にエールが
送られました。
　選手代表のアダムソン・コディ
君の力強い選手宣誓の後、小学生
低学年の部122名、小学生高学年
の部175名、中学生の部139名の
団体戦と高等学校個人戦（１年生男子）の部49名、高等学校個人戦（１
年生女子）の部26名総勢510名による熱戦が行われました。

　平成30年を締めくくる「家族合同クリスマ
ス」例会が和やかに行われました。

▼長野白樺ライオンズクラブ会長L.小林克己、幹
事L.堀込哲也、会計L.宮下知子、長野りんどうラ
イオンズクラブ会長L.山本泰治、幹事L.福田正
利、会計L.森山栄治の来賓６名をお迎えしました。

▼この日のゲスト牧
美花（まきみか）さ
んが♪きよしこの夜
♪のバイオリン演奏
で入場し会場全体が
クリスマスの雰囲気
に包まれました。

▼

参加した可愛らしいお子様たちに “高野サンタ” よりプレゼント
が手渡されました。子どもの笑顔はいつ見ても良いものですね。

　三連休の初日ホテル国
際２１において長野日大
学園レオクラブのチャー
ターナイトが大勢の来賓
の皆様をお迎えして盛大
に行われました。

　アトラクションでは長野日大学園吹奏楽部の皆さんによる
演奏「さくらんぼ」をはじめ昨年話題になったNHK大河ド
ラマ「西郷どんメインテーマ」の演奏で会場が大いに盛り上
がりました。
　レオクラブ20名の皆さんのこれからの活躍に期待してお
ります。
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利、会計L.森山栄治の来賓６名をお迎えしました。

▼この日のゲスト牧
美花（まきみか）さ
んが♪きよしこの夜
♪のバイオリン演奏
で入場し会場全体が
クリスマスの雰囲気
に包まれました。
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参加した可愛らしいお子様たちに “高野サンタ” よりプレゼント
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ターナイトが大勢の来賓
の皆様をお迎えして盛大
に行われました。

　アトラクションでは長野日大学園吹奏楽部の皆さんによる
演奏「さくらんぼ」をはじめ昨年話題になったNHK大河ド
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がりました。
　レオクラブ20名の皆さんのこれからの活躍に期待してお
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 7月　3日（火） 2017～2018年度下期会計監査
 7日（土） 献血キャンペーン
 7日（土） 長野日大学園レオクラブ結成会
 9日（月） 第1回7月定例理事会
 10日（火） 第1回地区名誉顧問会議
 10日（火） 地区ガバナーのご慰労と地区ガバナーエレクトを励ます会
 13日（金） 7月第1「年頭例会」
 18日（水） 第1回334複合地区ガバナー協議会報告会
 19日（木） ライオンズクラブ国際財団キャンペーン100 リーダーズ研修会議
 19日（木） 第1回地区四献・視聴覚障がい者福祉・糖尿病教育委員会及び懇親会
 20日（金） 出席奨励委員会
 20日（金） 平成30年度長野県青少年育成指導者・青少年サポーター研修会
 22日（日） 7月第2「家族合同納涼」例会
 24日（火） 第1回ゾーン・チェアパーソン会議
 24日（火） 第1回地区ガバナー・キャビネット会議
 25日（水） 夏期来日YCE生歓迎会
 25日（水） 長野白樺LC7月第二例会「納涼例会」
 30日（月） クラブ八役会
 8月　2日（木） 歴代会長会及び歴代幹事会
 3日（金） 出席奨励委員会
 3日（金） 2018-2019LCIF理事長公式訪問・懇親会
 4日（土） ルナ ウェーレさんさよならパーティー
 6日（月） 第1回3Zガバナー諮問委員会
 6日（月） 第2回8月定例理事会
 7日（火） 会員増強セミナー
 8日（水） 第1回2Zガバナー諮問委員会
 8日（水） 第1回ガバナーチーム会議
 10日（木） 8月第1例会
 17日（金） 出席奨励委員会
 19日（日） 第1回JMM実行委員会
 21日（火） 2R3Zガバナー公式訪問
 22日（水） 第1回1Zガバナー諮問委員会
 27日（月） 第1回2R会長会
 28日（火） 8月クラブ八役会
 31日（金） 出席奨励委員会
 9月　3日（月） 第3回9月定例理事会
 3日（月） 2R1Zガバナー公式訪問
 4日（火） グドラン・イングバドター国際会長並びに
  山田實紘LCIFキャンペーン100国際委員長公式訪問歓迎晩餐会
 7日（金） 9月第1例会
 11日（火） 信州あいさつ運動
 11日（火） 第2回長野県連携協定推進室会議
 12日（水） 長野千曲LC第30回チャリティーゴルフ大会
 14日（金） 出席奨励委員会
 15日（土） 第1回献血広報
 17日（月） 松本中央LC50周年記念式典
 18日（火） LCIF交付金に係る重要な会議
 19日（水） 第2回ガバナーチーム会議　
 21日（金） 9月第2例会
 23日（日） 献血キャンペーン
 25日（火） 献眼献腎物故者慰霊法要
 28日（金） 第1回地区事務局管理委員会
 28日（金） 出席奨励委員会
 10月　5日（金） LCIFセミナー
 9日（火） 第4回10月定例理事会
 10日（水） 長野りんどうLC第21回チャリティーゴルフ大会
 10日（水） 上田城南LC第9回チャリティゴルフコンペ
 11日（木） 信州あいさつ運動
 11日（木）～14日（日） 第44回JMM事前調査
 12日（金） 10月第1例会
 15日（月） 薬物乱用防止教育研究会
 15日（月） 長野みすずLC杯第8回SBC長野県ジュニアゴルフ大会
  SBC合同実行委員会及び帯同マーシャル講習会
 16日（火） 第2回地区四献・視聴覚障がい者福祉・糖尿病教育委員会及び懇親会
 17日（水） 金沢菊水LC例会訪問
 17日（水） 薬物乱用防止教育認定講師養成講座
 18日（木） 長野白樺LCチャリティーゴルフ大会
 19日（金） 出席奨励委員会
 19日（金） 第3回ガバナーチーム会議
 20日（土） 平成30年度「秋の献血街頭啓発運動」
 21日（日） 2018-2019青少年海外派遣コンテスト第二次審査
 28日（日） 長野みすずLC杯第8回SBC長野県ジュニアゴルフ大会（例会振替）
 29日（月） 10月クラブ八役会
 30日（火） 第2回334複合地区ガバナー協議会報告会
 11月　1日（木） 信州あいさつ運動
 1日（木） キャビネット事務局移転・開局式
 1日（木） 第2回地区名誉顧問会議
 2日（金） 出席奨励委員会
 3日（土） 長野みすずLC・長野日大学園レオクラブ合同環境保全活動
  逆谷地湿原（さかさやきしつげん）枝打ち作業
 5日（月） 第5回11月定例理事会
 6日（火） 334複合地区第1副地区ガバナー・第2副地区ガバナー研修会
 7日（水） 第2回ゾーン・チェアパーソン会議
 7日（水） 第2回地区ガバナー・キャビネット会議
 9日（金） 第1回地区会報・PR・IT・ライオンズ情報委員会 
  地区会報編集委員会合同会議
 9日（金） 11月第1例会
 10日（土） 平成30年度長野県青少年健全育成県民大会
 11日（日） 茅野・丸子レオクラブ合同研修会
 13日（火） 第3回長野県連携協定推進室会議
 16日（金） 出席奨励委員会
 19日（月） 平成30年度第2・3回長野県青少年育成指導者・青少年サポーター研修会
 20日（火） 第1回次期クラブ役員指名委員会
 21日（水） 第2回2Zガバナー諮問委員会
 22日（木） 11月第2例会
 23日（金） 骨髄バンク推進講演会
 23日（金） 長野日大学園レオクラブチャーターナイト 記念式典及び祝賀会

 24日（土）～25日（日） 第16回・第17回ライオンズクエストワークショップ
 27日（火） 11月クラブ八役会
 29日（木） 第1回臨時334複合地区ガバナー協議会
 30日（金） 出席奨励委員会
 12月　1日（土） 第32回北信地区聴覚障がい者の人たちとのふれあいの集い
  “ボウリング大会”打合せ会
 3日（月） 第2回3Zガバナー諮問委員会
 3日（月） 第6回12月定例理事会
 5日（水） 第2回1Zガバナー諮問委員会
 9日（日） 第32回長野みすずLC杯争奪長野少年剣道大会（例会振替）
 11日（火） 臨時第2回地区名誉顧問会議
 11日（火） 第1回「2R新年合同例会」準備委員会
 14日（金） 出席奨励委員会
 17日（月） 第5回ガバナーチーム会議
 17日（月） 第2回次期クラブ役員指名委員会
 18日（火） 長野りんどうLC12月例会「クリスマス例会」
 19日（水） 長野白樺LC12月第二例会「家族合同クリスマス例会」
 21日（金） 12月第2「家族合同クリスマス」例会
 26日（水） 12月クラブ八役会
 27日（木） 出席奨励委員会
 31日（月）～1月　4日（金） クラブ事務局年末年始休暇
 1月　7日（月） 第7回1月定例理事会
 7日（月） クラブ新年会
 13日（日） ヘレン・ケラー女史没50年追悼特別記念番組
 13日（日）～17日（木） ライオンズクラブ国際本部スタディツアー
 15日（火） 第4回長野県連携協定推進室会議
 15日（火） 2019年2R新年合同例会
 18日（金） 出席奨励委員会
 19日（土） 第2回献血広報
 21日（月） 長野県との懇談会
 22日（火） 第3回334複合地区ガバナー協議会報告会
 23日（水） 献血推進アドバイザー認定講習会
 25日（金） 1月第2例会
 28日（月） 第6回ガバナーチーム会議
 29日（火） 1月クラブ八役会
 31日（木） 次期地区委員長・次期副幹事合同会議
 2月　1日（金） 2018-2019年度上期会計監査
 1日（金） 出席奨励委員会
 2日（土） 次世代交流会
 2日（土）～3日（日） 全国アラートフォーラムin神戸
 4日（月） 第8回2月定例理事会　
 6日（水） 第3回地区名誉顧問会議
 8日（金） 2月第1例会
 8日（金）～ 9日（土） 第3回ライオンズクエスト・フォーラム全国大会in福岡
 11日（火）～15日（金） 第1副地区ガバナー・地区ガバナーエレクトセミナー
 14日（木） 2019-2020年度八役会
 15日（金） 出席奨励委員会
 16日（土） FWTシンポジウム
 16日（土） 次世代交流会
 19日（火） 第3回ゾーン・チェアパーソン会議
 19日（火） 第3回地区ガバナー・キャビネット会議
 23日（土） 2月第2例会（例会振替）三帰寮一日里親ふれあいボウリングの集い
 23日（土） 3Zコミュニケーションボウリング大会
 23日（土） 佐久レオクラブ チャーターナイト
 3月1日（金） 出席奨励委員会
 1日（金） LCIFに関する重要な会議
 2日（土）～3日（日） 334複合地区次世代リーダー研究会
 4日（月） 第3回2R3Zガバナー諮問委員会
 4日（月） 第9回3月定例理事会　
 6日（水） 第3回2R2Zガバナー諮問委員会
 8日（金） 3月第1例会
 9日（土） 第32回北信地区聴覚障害者の人たちとのふれあいの集い“ボウリング大会”
 11日（月） 2R 糖尿病講演会
 12日（火） 第5回地区会則・リサーチ・アラート長期計画委員会
 12日（火） 第5回長野県連携協定推進室会議
 13日（水） 第3回2R1Zガバナー諮問委員会
 13日（水） 2R 新会員セミナー
 14日（木） 2R会長会
 15日（金） 次期RC及び次期ZC予定者セミナー
 15日（金） 出席奨励委員会
 18日（月） 第2回クラブ次期八役会
 21日（木） 第7回ガバナーチーム会議
 22日（金） 3月第2例会
 23日（土） 第3回献血広報
 29日（金） 出席奨励委員会
 30日（土） 第1回地区レオクラブミーティング
 4月　2日（火） 第4回地区名誉顧問会議
 7日（日） 第3回JMM実行委員会
 8日（月） 第10回4月定例理事会
 9日（火） 臨時第3回地区名誉顧問会議
 9日（火） 第4回ゾーン・チェアパーソン会議
 9日（火） 第4回地区ガバナー・キャビネット会議　　
 12日（金） 4月第1例会
 12日（金）～13日（土） 第18回ライオンズクエストワークショップ
 15日（月） 次期地区委員会合同会議
 18日（木） 第2回次期正副委員長会議
 18日（木） 334複合地区次期地区役員研修会
 19日（金） 長野白樺LC結成45周年記念例会
 19日（金） 出席奨励委員会
 20日（土） 第4回献血広報
 24日（水） 長野みすずLC2019チャリティーゴルフ大会（例会振替） 
 24日（水） 第65回地区年次大会クラブ対抗チャリティーゴルフ大会
 26日（金） 第4回2R・2Zガバナー諮問委員会
 5月　7日（火） 出席奨励委員会
 7日（火） 第11回定例理事会
 8日（水） 第4回2R・1Zガバナー諮問委員会
 10日（金） 5月第1例会

2019

3/23
土

第3回献血広報
（MIDORI長野駅前広場）

2019

4/24
水

長野みすずLC 2019 チャリティーゴルフ大会
長野京急カントリークラブ

2019

2/23
土

2月第2例会
三帰寮一日里親ふれあいボウリングの集い

　大会前日は28度まで気温が上昇し夏日を記録し汗ばむほどの陽気でしたが当日長野京急カントリークラブの気温は低く
肌寒い朝となりました。前日とは打って変わり時折小雨まじりのあいにくの天気となりましたが今回53組206名の皆さ
んにご参加をいただき盛大に開催することができました。当日クラブメンバーは6時40分に集合し例会を行った後ゲスト
の皆様をお迎えいたしました。
　今回ご参加いただいたゲストの中にはアスリートの竹内択さんもいらっしゃいました。インコース、アウトコースそれ
ぞれ7：22分にスタートし9ホールストロークプレー、新ぺリア方式（前半ハーフ集計）で競い合い結果は上記の通りです。
　ご参加いただきました皆様あいにくの天候の中大変お疲れさまでした。

　第3回献血広報を長野MIDORI前でメンバー
7名の参加の下実施しました。
　当日の結果は受付69名（200ml×
1名・400ml×20名・成分48名）採血量合計
69名56,200mlとなりました。
　ご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。

　今年も「三帰寮一日ふれあいボーリングの集い」を開催
致しました。
　毎年子供たちが楽しみにしている行事で今年は児童20名職員6名と当クラブのメンバーも参加して2ゲームが行われま
した。そしてゲームの後の食事も楽しみのひとつです。
　子どもたちの楽しそうな笑顔にふれあいまた成長を確かめながら今年も楽しい時間を過ごすことが出来ました。参加い
ただいたみなさんありがとうございました。

■優　勝：宮崎　章 様　GROSS52　HDCP16.8　NET35.2
■準優勝：小松隆夫 様　GROSS45　HDCP9.6　  NET35.4
■３　位：品澤英樹 様　GROSS45　HDCP9.6　  NET35.4
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 7月　3日（火） 2017～2018年度下期会計監査
 7日（土） 献血キャンペーン
 7日（土） 長野日大学園レオクラブ結成会
 9日（月） 第1回7月定例理事会
 10日（火） 第1回地区名誉顧問会議
 10日（火） 地区ガバナーのご慰労と地区ガバナーエレクトを励ます会
 13日（金） 7月第1「年頭例会」
 18日（水） 第1回334複合地区ガバナー協議会報告会
 19日（木） ライオンズクラブ国際財団キャンペーン100 リーダーズ研修会議
 19日（木） 第1回地区四献・視聴覚障がい者福祉・糖尿病教育委員会及び懇親会
 20日（金） 出席奨励委員会
 20日（金） 平成30年度長野県青少年育成指導者・青少年サポーター研修会
 22日（日） 7月第2「家族合同納涼」例会
 24日（火） 第1回ゾーン・チェアパーソン会議
 24日（火） 第1回地区ガバナー・キャビネット会議
 25日（水） 夏期来日YCE生歓迎会
 25日（水） 長野白樺LC7月第二例会「納涼例会」
 30日（月） クラブ八役会
 8月　2日（木） 歴代会長会及び歴代幹事会
 3日（金） 出席奨励委員会
 3日（金） 2018-2019LCIF理事長公式訪問・懇親会
 4日（土） ルナ ウェーレさんさよならパーティー
 6日（月） 第1回3Zガバナー諮問委員会
 6日（月） 第2回8月定例理事会
 7日（火） 会員増強セミナー
 8日（水） 第1回2Zガバナー諮問委員会
 8日（水） 第1回ガバナーチーム会議
 10日（木） 8月第1例会
 17日（金） 出席奨励委員会
 19日（日） 第1回JMM実行委員会
 21日（火） 2R3Zガバナー公式訪問
 22日（水） 第1回1Zガバナー諮問委員会
 27日（月） 第1回2R会長会
 28日（火） 8月クラブ八役会
 31日（金） 出席奨励委員会
 9月　3日（月） 第3回9月定例理事会
 3日（月） 2R1Zガバナー公式訪問
 4日（火） グドラン・イングバドター国際会長並びに
  山田實紘LCIFキャンペーン100国際委員長公式訪問歓迎晩餐会
 7日（金） 9月第1例会
 11日（火） 信州あいさつ運動
 11日（火） 第2回長野県連携協定推進室会議
 12日（水） 長野千曲LC第30回チャリティーゴルフ大会
 14日（金） 出席奨励委員会
 15日（土） 第1回献血広報
 17日（月） 松本中央LC50周年記念式典
 18日（火） LCIF交付金に係る重要な会議
 19日（水） 第2回ガバナーチーム会議　
 21日（金） 9月第2例会
 23日（日） 献血キャンペーン
 25日（火） 献眼献腎物故者慰霊法要
 28日（金） 第1回地区事務局管理委員会
 28日（金） 出席奨励委員会
 10月　5日（金） LCIFセミナー
 9日（火） 第4回10月定例理事会
 10日（水） 長野りんどうLC第21回チャリティーゴルフ大会
 10日（水） 上田城南LC第9回チャリティゴルフコンペ
 11日（木） 信州あいさつ運動
 11日（木）～14日（日） 第44回JMM事前調査
 12日（金） 10月第1例会
 15日（月） 薬物乱用防止教育研究会
 15日（月） 長野みすずLC杯第8回SBC長野県ジュニアゴルフ大会
  SBC合同実行委員会及び帯同マーシャル講習会
 16日（火） 第2回地区四献・視聴覚障がい者福祉・糖尿病教育委員会及び懇親会
 17日（水） 金沢菊水LC例会訪問
 17日（水） 薬物乱用防止教育認定講師養成講座
 18日（木） 長野白樺LCチャリティーゴルフ大会
 19日（金） 出席奨励委員会
 19日（金） 第3回ガバナーチーム会議
 20日（土） 平成30年度「秋の献血街頭啓発運動」
 21日（日） 2018-2019青少年海外派遣コンテスト第二次審査
 28日（日） 長野みすずLC杯第8回SBC長野県ジュニアゴルフ大会（例会振替）
 29日（月） 10月クラブ八役会
 30日（火） 第2回334複合地区ガバナー協議会報告会
 11月　1日（木） 信州あいさつ運動
 1日（木） キャビネット事務局移転・開局式
 1日（木） 第2回地区名誉顧問会議
 2日（金） 出席奨励委員会
 3日（土） 長野みすずLC・長野日大学園レオクラブ合同環境保全活動
  逆谷地湿原（さかさやきしつげん）枝打ち作業
 5日（月） 第5回11月定例理事会
 6日（火） 334複合地区第1副地区ガバナー・第2副地区ガバナー研修会
 7日（水） 第2回ゾーン・チェアパーソン会議
 7日（水） 第2回地区ガバナー・キャビネット会議
 9日（金） 第1回地区会報・PR・IT・ライオンズ情報委員会 
  地区会報編集委員会合同会議
 9日（金） 11月第1例会
 10日（土） 平成30年度長野県青少年健全育成県民大会
 11日（日） 茅野・丸子レオクラブ合同研修会
 13日（火） 第3回長野県連携協定推進室会議
 16日（金） 出席奨励委員会
 19日（月） 平成30年度第2・3回長野県青少年育成指導者・青少年サポーター研修会
 20日（火） 第1回次期クラブ役員指名委員会
 21日（水） 第2回2Zガバナー諮問委員会
 22日（木） 11月第2例会
 23日（金） 骨髄バンク推進講演会
 23日（金） 長野日大学園レオクラブチャーターナイト 記念式典及び祝賀会

 24日（土）～25日（日） 第16回・第17回ライオンズクエストワークショップ
 27日（火） 11月クラブ八役会
 29日（木） 第1回臨時334複合地区ガバナー協議会
 30日（金） 出席奨励委員会
 12月　1日（土） 第32回北信地区聴覚障がい者の人たちとのふれあいの集い
  “ボウリング大会”打合せ会
 3日（月） 第2回3Zガバナー諮問委員会
 3日（月） 第6回12月定例理事会
 5日（水） 第2回1Zガバナー諮問委員会
 9日（日） 第32回長野みすずLC杯争奪長野少年剣道大会（例会振替）
 11日（火） 臨時第2回地区名誉顧問会議
 11日（火） 第1回「2R新年合同例会」準備委員会
 14日（金） 出席奨励委員会
 17日（月） 第5回ガバナーチーム会議
 17日（月） 第2回次期クラブ役員指名委員会
 18日（火） 長野りんどうLC12月例会「クリスマス例会」
 19日（水） 長野白樺LC12月第二例会「家族合同クリスマス例会」
 21日（金） 12月第2「家族合同クリスマス」例会
 26日（水） 12月クラブ八役会
 27日（木） 出席奨励委員会
 31日（月）～1月　4日（金） クラブ事務局年末年始休暇
 1月　7日（月） 第7回1月定例理事会
 7日（月） クラブ新年会
 13日（日） ヘレン・ケラー女史没50年追悼特別記念番組
 13日（日）～17日（木） ライオンズクラブ国際本部スタディツアー
 15日（火） 第4回長野県連携協定推進室会議
 15日（火） 2019年2R新年合同例会
 18日（金） 出席奨励委員会
 19日（土） 第2回献血広報
 21日（月） 長野県との懇談会
 22日（火） 第3回334複合地区ガバナー協議会報告会
 23日（水） 献血推進アドバイザー認定講習会
 25日（金） 1月第2例会
 28日（月） 第6回ガバナーチーム会議
 29日（火） 1月クラブ八役会
 31日（木） 次期地区委員長・次期副幹事合同会議
 2月　1日（金） 2018-2019年度上期会計監査
 1日（金） 出席奨励委員会
 2日（土） 次世代交流会
 2日（土）～3日（日） 全国アラートフォーラムin神戸
 4日（月） 第8回2月定例理事会　
 6日（水） 第3回地区名誉顧問会議
 8日（金） 2月第1例会
 8日（金）～ 9日（土） 第3回ライオンズクエスト・フォーラム全国大会in福岡
 11日（火）～15日（金） 第1副地区ガバナー・地区ガバナーエレクトセミナー
 14日（木） 2019-2020年度八役会
 15日（金） 出席奨励委員会
 16日（土） FWTシンポジウム
 16日（土） 次世代交流会
 19日（火） 第3回ゾーン・チェアパーソン会議
 19日（火） 第3回地区ガバナー・キャビネット会議
 23日（土） 2月第2例会（例会振替）三帰寮一日里親ふれあいボウリングの集い
 23日（土） 3Zコミュニケーションボウリング大会
 23日（土） 佐久レオクラブ チャーターナイト
 3月1日（金） 出席奨励委員会
 1日（金） LCIFに関する重要な会議
 2日（土）～3日（日） 334複合地区次世代リーダー研究会
 4日（月） 第3回2R3Zガバナー諮問委員会
 4日（月） 第9回3月定例理事会　
 6日（水） 第3回2R2Zガバナー諮問委員会
 8日（金） 3月第1例会
 9日（土） 第32回北信地区聴覚障害者の人たちとのふれあいの集い“ボウリング大会”
 11日（月） 2R 糖尿病講演会
 12日（火） 第5回地区会則・リサーチ・アラート長期計画委員会
 12日（火） 第5回長野県連携協定推進室会議
 13日（水） 第3回2R1Zガバナー諮問委員会
 13日（水） 2R 新会員セミナー
 14日（木） 2R会長会
 15日（金） 次期RC及び次期ZC予定者セミナー
 15日（金） 出席奨励委員会
 18日（月） 第2回クラブ次期八役会
 21日（木） 第7回ガバナーチーム会議
 22日（金） 3月第2例会
 23日（土） 第3回献血広報
 29日（金） 出席奨励委員会
 30日（土） 第1回地区レオクラブミーティング
 4月　2日（火） 第4回地区名誉顧問会議
 7日（日） 第3回JMM実行委員会
 8日（月） 第10回4月定例理事会
 9日（火） 臨時第3回地区名誉顧問会議
 9日（火） 第4回ゾーン・チェアパーソン会議
 9日（火） 第4回地区ガバナー・キャビネット会議　　
 12日（金） 4月第1例会
 12日（金）～13日（土） 第18回ライオンズクエストワークショップ
 15日（月） 次期地区委員会合同会議
 18日（木） 第2回次期正副委員長会議
 18日（木） 334複合地区次期地区役員研修会
 19日（金） 長野白樺LC結成45周年記念例会
 19日（金） 出席奨励委員会
 20日（土） 第4回献血広報
 24日（水） 長野みすずLC2019チャリティーゴルフ大会（例会振替） 
 24日（水） 第65回地区年次大会クラブ対抗チャリティーゴルフ大会
 26日（金） 第4回2R・2Zガバナー諮問委員会
 5月　7日（火） 出席奨励委員会
 7日（火） 第11回定例理事会
 8日（水） 第4回2R・1Zガバナー諮問委員会
 10日（金） 5月第1例会

2019

3/23
土

第3回献血広報
（MIDORI長野駅前広場）

2019

4/24
水

長野みすずLC 2019 チャリティーゴルフ大会
長野京急カントリークラブ

2019

2/23
土

2月第2例会
三帰寮一日里親ふれあいボウリングの集い

　大会前日は28度まで気温が上昇し夏日を記録し汗ばむほどの陽気でしたが当日長野京急カントリークラブの気温は低く
肌寒い朝となりました。前日とは打って変わり時折小雨まじりのあいにくの天気となりましたが今回53組206名の皆さ
んにご参加をいただき盛大に開催することができました。当日クラブメンバーは6時40分に集合し例会を行った後ゲスト
の皆様をお迎えいたしました。
　今回ご参加いただいたゲストの中にはアスリートの竹内択さんもいらっしゃいました。インコース、アウトコースそれ
ぞれ7：22分にスタートし9ホールストロークプレー、新ぺリア方式（前半ハーフ集計）で競い合い結果は上記の通りです。
　ご参加いただきました皆様あいにくの天候の中大変お疲れさまでした。

　第3回献血広報を長野MIDORI前でメンバー
7名の参加の下実施しました。
　当日の結果は受付69名（200ml×
1名・400ml×20名・成分48名）採血量合計
69名56,200mlとなりました。
　ご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。

　今年も「三帰寮一日ふれあいボーリングの集い」を開催
致しました。
　毎年子供たちが楽しみにしている行事で今年は児童20名職員6名と当クラブのメンバーも参加して2ゲームが行われま
した。そしてゲームの後の食事も楽しみのひとつです。
　子どもたちの楽しそうな笑顔にふれあいまた成長を確かめながら今年も楽しい時間を過ごすことが出来ました。参加い
ただいたみなさんありがとうございました。

■優　勝：宮崎　章 様　GROSS52　HDCP16.8　NET35.2
■準優勝：小松隆夫 様　GROSS45　HDCP9.6　  NET35.4
■３　位：品澤英樹 様　GROSS45　HDCP9.6　  NET35.4

経過報告



18

　早いものでクラブ会長としての任期も終わりに近づいています。

今年度はゾーン内の各種イベントの当番クラブの当たり年でした。

YCE 生受け入れ、ガバナー公式訪問、新年合同例会、３Ｚボー

リング大会と続きました。関係した各委員会の皆様にはご苦労を

おかけしました。またクラブ財政の立て直しに苦心いたしました。クラブワインの販売を企画

し、大勢の皆様にご協力をいただきました。お陰様で、会長スローガン「原点に帰る」は

何とか形になったと思います。

Vol.126
長野みすず
ライオンズクラブ

発行日 2019・6・1

一年を振り返って

地区ガバナースローガン

会長スローガン 原点に帰る…次の世代へ

Share Values Caring and Creative Ingenuity Supple Service

価値観を共有し 思いやりと創意工夫 しなやかな奉仕

会  長 L. 髙 野  善 生

Vol.126
発行　長野みすずライオンズクラブ

編  集  後  記

長野市妻科 426-1　長野県建築士会館 5F
〒380-0872　TEL.026-235-0403

マーケティング・コミュニケーション委員会
　◎基井  照明　　○伊藤  義徳　　　北川  哲男
　　久保田  博己　　　丸山  栄一郎

　早いもので一年が経とうとしております。当委員会では
一年を通して活動内容をFacebookにアップし同時にホー
ムページにリンクしてSNSを最大限活用して参りました。
またできるだけタームリーに活用することで今後に繋げて
行きたいと考えております。引き続きSNSを活用して参り
たいと思っていますので皆さんも良い写真が撮れたら是非
ご提供ください。一年間大変お世話になりありがとうござ
いました。

（委員一同）

新会員紹介
L. 小池 尚彦　S38年8月23日生
入会：2018年8月（スポンサー  L. 金澤 正明）
自宅：松本市大字水汲251-4
　　　☎0263-46-2559 ／ 090-7826-3194
会社：長野銀行長野営業部 （金融業）副部長
　　　長野市大字南長野1126-1
　　　☎026-226-2171

L. 高橋 和夫　S45年5月18日生
入会：2019年3月（スポンサー  L. 髙野 善生）
自宅：長野市大字小鍋114-121
　　　☎026-233-0250 ／ 090-7735-5556
会社：㈱和建組 （土建業）代表取締役
　　　長野市風間15番地 
　　　☎026-214-8771

L. 上原 英二
会長

L. 西澤 裕美子
幹事

L. 片桐 栄一
会計

L. 井出 秀一
ライオン・テーマー

L. 宮澤 昌基
テール・ツイスター

L. 真島 秀男
第3副会長

L. 金澤 正明
第1副会長

L. 山室 健三
第2副会長

次期８役のご紹介


